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(57)【要約】
　マルチバンド通信システム４００は、各送信チャネル
４２０－Ｘが単一サブバンドを通じてデータストリーム
を送信する複数の送信チャネル４２０－１、４２０Ｎと
、各受信チャネル４６０－Ｘが単一サブバンドのデータ
ストリームを受信する複数の受信チャネル４６０－１、
４６０Ｎと、を有する。本発明の実施形態において、各
送信チャネル４２０－Ｘ及びその個々の受信チャネル４
６０－Ｘは、データを符号化し復号化するためのチャネ
ルコードのそれぞれ異なる組を用いて構成される。チャ
ネルコードの組は、送信チャネル４２０－Ｘと受信チャ
ネル４６０－Ｘとの間のリンクの条件に基づいて、適応
変調コーディング（ＡＭＣ）コントローラ４６１－Ｘに
よって決定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチバンド通信システムであって、
　各送信チャネルが単一サブバンドによりデータストリームを送信する、複数の送信チャ
ネルと、
　各受信チャネルが単一サブバンドのデータストリームを受信する、複数の受信チャネル
と、
を有するシステム。
【請求項２】
　前記データストリームは、少なくともＯＦＤＭシンボルを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　各送信チャネルは、チャネル符号器及びシンボルマッピングユニットを少なくとも有す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　各送信チャネルごとに、前記符号器は、入力情報ビットを符号化するために別個のチャ
ネルコードをセットされ、前記シンボルマッピングユニットは、符号化されたビットスト
リームをシンボルにマップするために、別個のシンボルコンステレーションを用いて構成
される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　各受信チャネルが、少なくとも適応変調コーディングコントローラを有し、前記適応変
調コーディングコントローラが、前記チャネルコード及び前記シンボルコンステレーショ
ンを決定する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記チャネルコード及び前記シンボルコンステレーションは、送信チャネルとその個々
の受信チャネルとの間のリンクの条件に基づいて決定される、請求項５に記載のシステム
。
【請求項７】
　それぞれ異なるサブバンドのＯＦＤＭシンボルが、時間周波数コードに基づいて多重化
され、データストリームに属するすべてのＯＦＤＭシンボルが、同じサブバンドにおいて
送信される、請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　マルチバンド通信システムであって、複数の送信チャネルを有し、各送信チャネルは、
　単一サブバンドを通じて送信されるべき情報ビットを符号化する複数のチャネル符号器
と、
　時間周波数コードに基づいて、それぞれ異なるサブバンドのシンボルを多重化するマル
チプレクサと、
を少なくとも有し、データストリームに属するすべてのシンボルは、同じサブバンドにお
いて送信される、システム。
【請求項９】
　前記データストリームは、少なくともＯＦＤＭシンボルを含む、請求項８に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　送信チャネルの前記複数のチャネル符号器の各々は、適応変調コーディングコントロー
ラによって、それぞれ異なるチャネルコードをセットされる、請求項８に記載のシステム
。
【請求項１１】
　前記チャネルコードは、前記送信チャネルとその個々の受信チャネルとの間のリンクの
条件に基づいて決定される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
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　マルチバンド通信システムにおいて並列符号化を実施する方法であって、
　入力情報ビットを複数のビットストリームに分割するステップであって、各ビットスト
リームは単一サブバンドに属する、ステップと、
　少なくとも１つのチャネルコードを使用して、各ビットストリームを符号化するステッ
プと、
　前記符号化されたビットストリームからＯＦＤＭシンボルを生成するステップと、
　複数のサブバンドの前記ＯＦＤＭシンボルをデータストリームに多重化するステップと
、
　前記データストリームを送信するステップと、
を含む方法。
【請求項１３】
　前記データストリームを受信するステップと、
　前記データストリームを複数の受信チャネルに逆多重化するステップであって、各受信
チャネルは、その個々のサブバンドに属するＯＦＤＭシンボルを受信する、ステップと、
　各受信チャネルによって、ビットストリームを生成するように前記ＯＦＤＭシンボルを
処理するステップと、
　少なくとも１つのチャネルコードを使用して前記ビットストリームを復号化するステッ
プと、
　少なくともチャネルコードの新しい組が必要であるかどうか決定するために、前記復号
化の結果を評価するステップと、
を更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　マルチバンド通信システムにおいて並列符号化を実施するためのコンピュータ実行可能
なコードを記憶したコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能なコード
は、
　入力情報ビットを複数のビットストリームに分割するステップであって、各ビットスト
リームは単一サブバンドに属する、ステップと、
　少なくとも１つのチャネルコードを使用して各ビットストリームを符号化するステップ
と、
　前記符号化されたビットストリームからＯＦＤＭシンボルを生成するステップと、
　複数のサブバンドの前記ＯＦＤＭシンボルをデータストリームに多重化するステップと
、
　前記データストリームを送信するステップと、
をコンピュータに実行させる、コンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記コンピュータ実行可能なコードは更に、
　前記データストリームを受信するステップと、
　前記データストリームを複数の受信チャネルに逆多重化するステップであって、各受信
チャネルが、その個々のサブバンドに属するＯＦＤＭシンボルを受信する、ステップと、
　各受信チャネルによって、ビットストリームを生成するように前記ＯＦＤＭシンボルを
処理するステップと、
　少なくとも１つのチャネルコードを使用して、前記ビットストリームを復号化するステ
ップと、
　少なくともチャネルコードの新しい組が必要であるかどうか決定するために、前記復号
化の結果を評価するステップと、
を前記コンピュータに実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００８年３月１０日出願の米国特許仮出願第６１／０３５，１３６号及び２
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００９年２月２７日出願の米国特許仮出願第６１／１５６，１０７号からの利益を主張す
る。
【０００２】
　本発明は、概して、マルチバンド通信システムに関し、特に、このようなシステムによ
って実施されるコーディング技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＷｉＭｅｄｉａ超広帯域（ＵＷＢ）標準は、マルチバンド直交周波数分割多重化（ＭＢ
－ＯＦＤＭ）に基づいて、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層及び物理（ＰＨＹ）層の仕
様を規定する。ＷｉＭｅｄｉａ標準は、低消費電力により最高４８０Ｍｂｐｓのレートで
短距離マルチメディアファイル転送を可能にし、ＵＷＢスペクトルにおいて３．１ＧＨｚ
乃至１０．６ＧＨｚのレンジで動作する。ＵＷＢチャネルは、いくつかのサブバンドに区
分され、各サブバンドは、５２８ＭＨｚの帯域幅を有する。
【０００４】
　図１は、ＷｉＭｅｄｉａ仕様に従って動作する通常のマルチバンド通信システムのブロ
ック図を示す。システムは、ワイヤレス媒体を通じて通信する送信機１００及び受信機２
００を有する。送信機１００は、チャネル符号器１１０、ビットインターリーバ１２０、
シンボルマッピングユニット１３０及びＯＦＤＭ変調器１４０を有する。一般に、送信機
１００は、ＵＷＢチャネルの周波数選択フェージングを克服するために、ビットインタリ
ーブ符号化変調（ＢＩＣＭ）技法を実現する。この目的に関して、チャネル符号器１１０
は、入力情報ビットを符号化し、符号化された入力情報ビットは、のちにビットインター
リーバ１２０によってビットレベルでインタリーブされ、シンボルマッピングユニット１
３０によってシンボルにマップされる。一般に、ビットインターリーバ１２０は、３つの
ステップを実施する：１）ＯＦＤＭシンボル間インタリーブ。連続するビットが、それぞ
れ異なるＯＦＤＭシンボルに分散され、それぞれ異なるＯＦＤＭシンボルは、異なるサブ
バンドにおいて送信されることができる；２）シンボル内トーンインタリーブ。周波数ダ
イバーシティを利用するために、ビットが、ＯＦＤＭシンボルのデータサブキャリアの間
で入れ替えられる；及び３）シンボル内巡回シフトインタリーブ。１つのサブバンドだけ
が使用される場合により多くの周波数ダイバーシティを利用するために、ビットが、連続
するＯＦＤＭシンボル内で周期的にシフトされる。
【０００５】
　ＯＦＤＭ変調器１４０によって実施されるＩＦＦＴ演算によって、ＯＦＤＭシンボルが
生成され、送信アンテナ１５０を通じて送信される。これらのＯＦＤＭシンボルは、１つ
のサブバンドで送信され、又は時間周波数コード（ＴＦＣ）によって制御される周波数ホ
ッピングにより、複数のサブバンドで送信される。ＴＦＣは、ＯＦＤＭシンボルが送信さ
れるべきである１又は複数のサブバンドを示す。
【０００６】
　ＯＦＤＭシンボルは、受信機２００によって受信され、受信機２００は、受信されたシ
ンボルから情報ビットを抽出する。受信機２００は、受信アンテナ２１０、ＯＦＤＭ復調
器２２０、シンボルデマッピングユニット２３０、ビットデインターリーバ２４０及びチ
ャネル復号器２５０を有する。ＯＦＤＭ復調器２２０は、受信されたシンボルについてＦ
ＦＴ演算を実施し、その出力は、シンボルデマッピングユニット２３０によってビットに
変換される。ビットデインターリーバ２４０は、送信機１００によってインタリーブされ
たデータを回復し、回復されたデータは、元の情報ビットを出力するように、チャネル復
号器２５０によって処理される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　送信機１００及び受信機２００は、最高４８０Ｍｂｐｓのデータレートで、単一ＵＷＢ
チャネルのデータを送信し、受信することができる。例えばＷｉＭｅｄｉａ標準によって
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サポートされることができる多くのアプリケーションが抑制されるので、これは、制限フ
ァクタである。実際、ＷｉＭｅｄｉａ標準の将来のバージョンは、１Ｇｂｐｓ以上のレー
トで上述のデータを転送することについて議論している。例えばＵＷＢ　ＭＢ－ＯＦＤＭ
システムのような通常のマルチバンド通信システムによりこのようなレートでＢＩＣＭ技
法をインプリメントすることは、可能でない。
【０００８】
　復号化スピード制限に加えて、通常のマルチバンド通信システムは、非効率なリンク及
びチャネル適応に苦しむ。これは、異なるＵＷＢサブバンドのチャネルが通常は相関付け
られない超広帯域幅特性に起因する。更に、それぞれ異なるサブバンドは、異なるパス損
失を有しうる。ＩＥＥＥ８０２．１５．３によって示されるようなパス損失モデルは、自
由空間伝搬モデルであり、以下のように規定される：

ここで、ｆｄは、サブバンドの下側及び上側の周波数の幾何平均を示す。例えば、上式に
基づいて、サブバンド１とサブバンド３との間のパス損失差は、２．３ｄＢでありえる。
図２に示されるように、帯域幅が５２８ＭＨｚである場合、２．３ｄＢのパス損失は、最
大３０８Ｍｂｐｓの容量差を生じさせることがありえ、平均信号対雑音比は高い。複数ア
ンテナが配置される場合、理論的な容量差は、より一層大きくなりえる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の特定の実施形態は、マルチバンド通信システムを含む。システムは、各送信チ
ャネルが単一サブバンドを通じてチャネル送信データストリームを送信する複数の送信チ
ャネルと、各受信チャネルが単一サブバンドのデータストリームを受信する複数の受信チ
ャネルと、を有する。
【００１０】
　本発明の特定の実施形態は更に、マルチバンド通信システムを含む。システムは、複数
の送信チャネルを有し、各送信チャネルは、単一サブバンドを通じて送信されるべき情報
ビットを符号化する複数のチャネル符号器と、時間周波数コード（ＴＦＣ）に基づいて異
なるサブバンドのシンボルを多重化するマルチプレクサ（ＭＵＸ）と、を少なくとも有し
、データストリームに属するすべてのシンボルが、同じサブバンドにおいて送信される。
【００１１】
　本発明の特定の実施形態は更に、マルチバンド通信システムにおいて並列符号化を実施
する方法であって、入力情報ビットを複数のビットストリームに分割するステップであっ
て、各ビットストリームが単一サブバンドに属する、ステップと、少なくとも１つのチャ
ネルコードを使用して各ビットストリームを符号化するステップと、符号化されたビット
ストリームからＯＦＤＭシンボルを生成するステップと、複数のサブバンドのＯＦＤＭシ
ンボルを、データストリームに多重化するステップと、データストリームを送信するステ
ップと、を含む方法を含む。
【００１２】
　本発明の特定の実施形態は更に、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ
可読媒体であって、コンピュータ実行可能コードが、コンピュータによって実行されると
き、マルチバンド通信システムにおいて並列符号化を実施する、コンピュータ可読媒体を
含む。コンピュータ実行可能コードは、コンピュータに、入力情報ビットを複数のビット
ストリームに分割するプロセスであって、各ビットストリームは単一サブバンドに属する
、プロセスと、少なくとも１つのチャネルコードを使用して各ビットストリームを符号化
するプロセスと、符号化されたビットストリームからＯＦＤＭシンボルを生成するプロセ
スと、複数のサブバンドのＯＦＤＭシンボルを、データストリームに多重化するプロセス
と、データストリームを送信するプロセスと、を実行させる。
【００１３】
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　本発明とみなされる本発明の主題は、明細書の終わりの特許請求の範囲に具体的に指し
示され、明確に言及される。本発明の前述の及び他の特徴及び利点は、添付の図面に関連
して示される以下の詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来のマルチバンド通信システムのブロック図。
【図２】ＵＷＢチャネル内のサブバンドのパス損失を示すグラフ。
【図３】本発明の一実施形態により実現されるマルチバンド通信システムのブロック図。
【図４】２つのＴＦＣパターンを示す図。
【図５】本発明の別の実施形態により実現されるマルチバンド通信システムのブロック図
。
【図６】本発明の一実施形態により実現されるマルチバンド通信システムの動作方法を記
述するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明によって開示される実施形態は、本明細書における革新的な教示の多くの有利な
使用の例にすぎないことに留意することが重要である。一般に、本願明細書に示される記
述は、さまざまな請求項に記載の本発明のいずれかを必ずしも制限するわけではない。更
に、ある記述は、本発明のいくつかの特徴に当てはまりうるが、他の特徴には当てはまら
ない。一般に、特に明記しない限り、単一の構成要素は、複数であってもよく、普遍性の
喪失なくその逆もありえる。図面において、同様の数字は、いくつかの図にわたって同様
の部分を示す。
【００１６】
　図３は、本発明の特定の実施形態により実現されるマルチバンドワイヤレスシステム４
００の非限定的な例示のブロック図を示す。システム４００は、並列符号化技法を実施し
、複数の符号器及び復号器が、並列に使用され、符号器及び復号器の各組は、単一サブバ
ンドを通じて送信され受信されるデータに関して動作する。一実施形態において、システ
ム４００は、１Ｇｂｐｓ以上のデータレートをサポートするＷｉＭｅｄｉａＵＷＢシステ
ムでありうる。
【００１７】
　システム４００は、ワイヤレス媒体を通じて通信する送信機４１０及び受信機４５０を
有する。送信機４１０は、Ｎが１より大きい正の整数であるとして、複数の送信チャネル
４２０－１乃至４２０－Ｎと、マルチプレクサ（ＭＵＸ）４３０と、送信アンテナ４４０
と、を有する。Ｘが正の整数であるとして、各々の送信チャネル４２０－Ｘは、単一サブ
バンドを通じてＯＦＤＭシンボルを送信するとともに、チャネル符号器４２１－Ｘ、ビッ
トインターリーバ４２２－Ｘ、シンボルマッピングユニット４２３－Ｘ及びＯＦＤＭ変調
器４２４－Ｘを有する。
【００１８】
　受信機４５０は、複数の受信チャネル４６０－１乃至４６０－Ｎ、デマルチプレクサ（
ＤＥＭＵＸ）４７０及び受信アンテナ４８０を有する。各々の受信機チャネル４６０－Ｘ
は、単一サブバンド上のＯＦＤＭシンボルを受信し、適応変調コーディングコントローラ
（ＡＭＣ）４６１－Ｘ、チャネル復号器４６２－Ｘ、ビットデインターリーバ４６３－Ｘ
、シンボルデマッピングユニット４６４－Ｘ、及びＯＦＤＭ復調器４６５－Ｘを有する。
送信アンテナ４４０及び受信アンテナ４８０の各々は、単一のアンテナ、アンテナアレイ
又はＭＩＭＯ構成の複数のアンテナを含みうる。
【００１９】
　各々のサブバンドは、（チャネル符号器４２１－Ｘ及びチャネル復号器４６２－Ｘによ
って使用される）チャネルコード及び（シンボルマッピングユニット４２３－Ｘ及びシン
ボルデマッピングユニット４６４－Ｘによって使用される）シンボルコンステレーション
を用いて構成される。チャネルコード及びシンボルコンステレーションは、それぞれ異な
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るサブバンドごとに異なりうる。すなわち、チャネル符号器４２１－１は、チャネル符号
器４２１－２と異なるチャネルコードを使用することができる。更に、チャネル符号器４
２１－Ｘ及びチャネル復号器４６２－Ｘの各々は、異なるコーディングレート、異なるパ
ンクチャパターン又は異なるトレリス構造を用いて構成されることができる。複数の送信
及び受信チャネルの並列の使用は、符号化／復号化スピードを増大し、それによってチャ
ネルの全体の性能を増大することが、当業者にとって明らかである。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、送信されるべき入力情報ビットは、Ｎストリームに分割
され、送信チャネル４２０－１乃至４２０－Ｎに入力される。各送信チャネル４２０－Ｘ
によって、情報ビットは、単一サブバンドを通じて送られる。具体的には、チャネル符号
器４２１－Ｘは、それに現在セットされているチャネルコードに従って、入力ビットを符
号化する。チャネルコードは、個々の送信チャネル４２０－Ｘと受信チャネル４６０－Ｘ
との間のリンクの条件に従って、ＡＭＣコントローラ４６１－Ｘによって決定される。ビ
ットインターリーバ４２２－Ｘは、個々のチャネル符号器４２１－Ｘによって出力される
符号化されたビットストリーム出力をインタリーブする。好適な実施形態において、ビッ
トインターリーバ４２２－Ｘは、サブバンド内インタリーブ処理のみを実施する。シンボ
ルマッピングユニット４２３－Ｘは、個々の受信チャネルのＡＭＣコントローラ４６１－
Ｘによってセットされたシンボルコンステレーションに従って、インタリーブされたビッ
トをＯＤＦＭシンボルにマップする。
【００２１】
　送信チャネル４２０－ＸのＯＦＤＭ変調器４２４－Ｘは、シンボルストリームを、ＯＦ
ＤＭシンボルに変調する。一般に、このような処理は、ビットを、ＯＦＤＭシンボルのサ
ブキャリアに変調する。ＭＵＸ４３０は、変調器４２４－１乃至４２４－Ｎによって出力
されたＯＦＤＭシンボルを単一ストリームに多重化する並列直列変換器である。多重化パ
ターンは、同じサブバンドを通じて送信されたすべてのＯＦＤＭシンボルが同じストリー
ム上に出力されることを確実にするＴＦＣによって決定される。一例として、図４は、Ｔ
ＦＣ５１０及びＴＦＣ５２０によってそれぞれ使用される２つの異なる多重化パターンを
示す。各々のＴＦＣは、（サブバンド１上で送信される）Ｓ１１、Ｓ１２、Ｓ１３と、（
サブバンド２上で送信される）Ｓ２１、Ｓ２２、Ｓ２３と、（サブバンド３上で送信され
る）Ｓ３１、Ｓ３２、Ｓ３３と、の９つのシンボルを含むストリームを出力するように構
成される。
【００２２】
　受信機４５０において受信されたＯＦＤＭシンボルストリームは、ＤＥＭＵＸ４７０に
よって、複数のＮストリームに分割される。ＤＥＭＵＸ４７０は、ＭＵＸ４３０によって
使用されたのと同じＴＦＣパターンに従って逆多重化処理を実施する直列並列変換器であ
る。同じサブバンドを通じて送信されたすべてのＯＦＤＭシンボルは、個々の受信チャネ
ル４６０－Ｘによって処理される同じ出力ストリームに出力される。具体的には、各々の
出力ＯＦＤＭシンボルストリームは、シンボルストリームを生成するように、ＯＦＤＭ復
調器４６５－Ｘによって復調される。各々のシンボルストリームは、それにセットされて
いるシンボルコンステレーションに基づいてビット情報を生成するために、シンボルデマ
ッピングユニット４６４－Ｘを使用してデマップされる。各々のシンボルデマッピングユ
ニット４６４－Ｘは、それぞれ異なるシンボルコンステレーションを使用することができ
る。ビットデインターリーバ４６３－Ｘは、送信機４１０によってインタリーブされたデ
ータを回復し、回復されたデータは、チャネル復号器４６２－Ｘによって復号化される。
【００２３】
　上述したように、ＡＭＣコントローラ４６１－Ｘは、その個々のチャネル符号器４２１
－Ｘ及びチャネル復号器４６２－Ｘについて適切なチャネルコード及びシンボルコンステ
レーションを選択する。選択は、変調コーディング組（ＭＣＳ）から行われ、例えばチャ
ネル状態情報及び／又は復号化結果に基づく。例えば、情報ビットがエラーを伴って復号
化される場合、ＡＭＣコントローラ４６１－Ｘは、現在チャネルコード及び／又はシンボ
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ルコンステレーションを変更することができる。選択されたコード及びコンステレーショ
ンは、シンボルマッピング及びチャネル符号化を相応に調整するために、個々の送信チャ
ネル４２０－Ｘにフィードバックされる。
【００２４】
　それぞれ異なるサブバンドについてそれぞれ異なるチャネルコード及びシンボルコンス
テレーションを使用する能力は、各々のサブバンドごとに、コーディング／復号化及びシ
ンボル変調／復調を独立して最適化することを可能にすることが理解される。これは、通
常のＵＷＢ　ＭＢ－ＯＦＤＭシステムと比較して、より高いスループット及びより低いデ
ータエラーレートを達成することを可能にする。
【００２５】
　本発明の特定の実施形態によれば、それぞれ異なるサブバンドについてそれぞれ異なる
チャネルコード及びシンボルコンステレーションを使用することに加えて、それぞれ異な
るコードが、情報ビットを復号化し又は符号化するために利用されることができる。図５
に示されるように、この動作モードを可能にするために、マルチバンド通信システム６０
０は、Ｌが１より大きい正の整数であるとして、個々の送信チャネル６２０－１乃至６２
０－Ｎの各々に、複数のチャネル符号器６２１－１乃至６２１－Ｌを有し、個々の受信チ
ャネル６６０－１乃至６６０－Ｎの各々に、複数のチャネル復号器６６２－１乃至６６２
－Ｌを有する。チャネル符号器６２１－１乃至６２１－Ｌの各々及びチャネル復号器６６
２－１乃至６６２－Ｌの各々は、それぞれ異なるチャネルコードを用いて構成される。各
々のチャネル符号器６２１－Ｘ又はチャネル復号器６６２－Ｘによって使用されるべきチ
ャネルコードの選択は、ＡＭＣコントローラ６６１－Ｘによって実施される。
【００２６】
　システム６００において、ビットインターリーバ６２２－Ｘ及びビットデインターリー
バ６６３－Ｘは、チャネル符号器６２１－Ｘによって生成され又はチャネル復号器６６２
－Ｘに入力される、異なるビットストリームをサポートするように設計される。具体的に
は、ビットインターリーバ６２２－Ｘは、サブバンドの出力ビットがサブバンド内の異な
るサブキャリアを通じて送信されるようなやり方で、（所与の送信チャネル６２０－Ｘの
）チャネル符号器６２１－Ｘの出力をインタリーブする。
【００２７】
　図６は、本発明の一実施形態により実現されるようなマルチバンド通信システムの動作
方法を記述する非限定的な例示のフローチャート７００を示す。Ｓ７１０において、入力
情報ビットは、Ｎストリームに分割され、各ストリームは、単一サブバンド上で送信され
るべき送信チャネル（例えば送信チャネル４２０－Ｘ）に入力される。Ｓ７２０において
、各々の送信チャネルによって、ビットは、単一チャネルコード又は複数のチャネルコー
ドを使用して、符号化される。（複数の）コードが、ＡＭＣコントローラによって少なく
ともチャネル条件に基づいて選択される。上述したように、それぞれ異なる送信チャネル
は、この目的のために、それぞれ異なるチャネルコードを使用することができる。Ｓ７３
０において、復号化されたビットは、サブバンド内インタリーブを実施することによって
インタリーブされる。Ｓ７４０において、インタリーブされたビットは、ＡＭＣコントロ
ーラによってセットされたシンボルコンステレーションを使用して、シンボルにマップさ
れる。各送信チャネルは、それぞれ異なるコンステレーションをセットされることができ
る。Ｓ７５０において、シンボルは、ＯＦＤＭシンボルに変調される。Ｓ７５５において
、すべてのサブチャンネルのＯＦＭＤシンボルが、送信される準備ができると、これらの
シンボルは、ＴＦＣパターンに従って多重化される。多重化は、所与のサブバンドのＯＦ
ＤＭシンボルが同じストリームで送信されることを確実にする。
【００２８】
　Ｓ７６０において、送信されたストリームは、ストリームをＮ受信チャネルに逆多重化
する受信機において受信される。各チャネルは、その個々のサブバンドに属するＯＦＤＭ
シンボルを受信する。各々の受信チャネルによって、Ｓ７７０において、シンボルは、復
調され、デマップされ、デインターリーブされ、チャネル復号器によって復号化されるこ
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器によって使用される１又は複数のチャネルコードを使用して実施される。Ｓ７９０にお
いて、復号化結果が、ＡＭＣコントローラによって評価される。結果が十分でない（例え
ば高いエラーレートをもつ）場合、ＡＭＣコントローラは、（複数の）新しいチャネルコ
ード及び／又はシンボルコンステレーションを選択し、その選択を、個々の送信チャネル
にフィードバックする。これは、マッピング及びデマッピングシンボルと同様に、チャネ
ル復号化及び符号化のプロセスを最適化することを可能にする。
【００２９】
　前述の詳細な記述は、本発明がとりうる多くの形態の幾つかを示している。前述の詳細
な記述が、本発明の規定に対する制限としてではなく、本発明がとりうる選択された形態
の説明として理解されるべきであることが意図される。本発明の範囲を規定することが意
図されるのは請求項のみであり、請求項は、すべての等価なものを含む。
【００３０】
　最も好適には、本発明の原理は、ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェアの組
み合わせとして実現される。更に、ソフトウェアは、好適には、プログラム記憶ユニット
又はコンピュータ可読媒体上で実体的に具体化されるアプリケーションプログラムとして
実現される。アプリケーションプログラムは、任意の適切なアーキテクチャを含むマシン
にアップロードされ、そのマシンによって実行されることができる。好適には、マシンは
、例えば１又は複数の中央処理ユニット（「ＣＰＵ」）、メモリ及び入力／出力インタフ
ェースのようなハードウェアを有するコンピュータプラットフォーム上でインプリメント
される。コンピュータプラットフォームは更に、オペレーティングシステム及びマイクロ
命令コードを有することができる。ここに記述されるさまざまなプロセス及び機能は、そ
のようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示されているかどうかによらず、ＣＰＵ
によって実行されることができるマイクロ命令コードの一部、アプリケーションプログラ
ムの一部又はその任意の組み合わせでありえる。更に、例えば付加のデータ記憶ユニット
及び印刷ユニットのようなさまざまな他の周辺ユニットが、コンピュータプラットフォー
ムに接続されることもできる。
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